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芽広報あんじょう 2013.6.15

ンパーククラブハウスの
体験教室

デ

■申申し込み方法など ■問問い合わせ先 ※なお、■対どなたでも、■定特になし、■￥無料の場合は記載を省略しています。

■手づくりかみしばい教室
■時７月２０日松・２１日掌・２３日昇午前
１０時～正午（全３回）

■対小学生以下で３回とも出席できる
子

■定２０人（先着順）
■申６月２７日昭午前９時から直接同館
へ

■学校読み聞かせボランティアのた
めの絵本講座

■時入門編獅７月１２日晶 実技編獅７
月１９日晶午前１０時～１１時３０分

■内読み聞かせに対する考え方・実技
■対学校などで読み聞かせボランティ
アをしている人

■定各３０人（先着順）
■申６月２７日昭午前９時から電話で同
館へ

１日捷・８日捷・１６日昇・２２日捷・
２６日晶・２９日捷

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

７月の休館日

催し・お知らせ

※対象年齢は目安です。

おはなし会
７月２日昇・
３０日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

７月４日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご（０
～２歳）

７月５日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ（０～
２歳）

７月６日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

７月１０日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

７月１３日松
午後２時

おはなしどんどん（幼
児～小学校低学年）

７月１４日掌
午後２時

かみしばいの会（幼児
～小学校低学年）

７月１８日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ（１
～５歳）

７月２４日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ（１～
５歳）

７月２７日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

７月３１日昌
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介

■￥施設使用料
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
屋外流水プール開放
■時６月２２日松～９月１６日抄午前１０時～
午後６時（７月２０日松～９月１日掌

以外は、松掌抄のみ開放）
■他悪天候などで利用できない場合あり
うなぎのつかみ取り大会
■時６月２３日掌午前１１時
■対小学生以下
■定３０人（先着順）
※当日午前１０時３０分から、屋外プー
ルサイドで整理券を配布。

■他うなぎは当施設では調理しません
平日限定「マーメイドパレス利用料還
元フェア」
■時６月２５日昇～２８日晶、７月２日昇～
５日晶

■内くじをひき、当たりが出たらマーメ
イドパレス無料券を進呈

■対当日プール・トレーニングルームを
利用した人
７月の水中講座
■時７月１０日昌午前１１時～正午
■内■定陰初級水泳「クロールから始めま
しょう」獅２０人 隠体験アクアビク
ス獅４０人（いずれも先着順）

■対１８歳以上の人
■他託児あり（６カ月～未就園児、先着
５人）

■申６月２５日昇午前１０時から直接または
電話でマーメイドパレスへ

ンボールコンポスト講習
会

ダ

■時陰基礎講習会獅７月２０日松午後１時
３０分～３時 隠フォローアップ講習
会獅９月２８日松午後３時１５分～４時
１５分（全２回）

■場リサイクルプラザ
■内ダンボ－ルコンポストのスターター
キットを使って生ごみ堆肥化の手順
を学習

■講市消費生活学校の会員
■対市内在住で１８歳以上の人
■定１５人程度（先着順）
■￥７００円
■申６月２１日晶午前９時から（松掌抄を
除く）清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ

■時６月１９日昌～７月１５日抄午前９時３０
分～午後４時３０分（休
園日を除く）

■内バラや草花の細密画３０
点を展示

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉
７１１１）

タニカルアート展～バラ
と旅先の花達～

ボ

■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更の場合
あり。詳細は問い合わせてください

初夏のデンパークガイドツアー
■時６月２３日掌午後１時３０分～２時３０分
■内季節の花を中心に園の魅力を紹介
■定１５人（当日先着順）
■申当日午前９時３０分から直接または電
話で同クラブハウスへ

ロザフィ教室
■時６月２９日松・３０日
掌午前１０時から

■内紙でバラのアクセ
サリー・小物を作
る

■講Goldmarry中根
氏（ロザフィ認定講師）

■定各５０人（当日先着順）
■￥７００円から
■申時間内に同クラブハウスへ
愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時６月２９日松～７月１日捷・６日松～
８日捷午前１０時～午後３時３０分

■￥７００円
■申時間内に同クラブハウスへ
手作りパン教室「アップルパイと動物
あんパン」
■時６月３０日掌午後１時・２時３０分
■定各１８人（先着順）
■￥６００円
■申当日午前９時３０分から直接または電
話で同クラブハウスへ

手作りパン教室「デニッシュパンと動
物あんパン」
■時７月７日掌午後１時・２時３０分
■定各１８人（先着順）
■￥５００円
■申当日午前９時
３０分から直接
または電話で
同クラブハウ
スへ 動動物あんぱ動物あんぱんん

バラの細バラの細密密画画

ロザフィ作ロザフィ作品品

ーメイドパレスの催しマ

受受講後すぐに始められま受講後すぐに始められますす
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月の土器づくり教室７
■時２日昇～５日晶・９日昇～１３日松・
１５日抄・１７日昌～１９日晶・２３日昇～
２６日晶・３０日昇・３１日昌午後１時～
４時（受け付けは午後２時まで）

■他土器の焼き上がりについては埋蔵文
化財センター・市公式ウェブサイト
で確認してください

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■時８月１８日掌午前８時１０分集合
■内名古屋市科学館（プラネタリウム）
■対市内在住のひとり親家庭の子とその
保護者

■定４０人（先着順）
■￥１人１３００円（３歳以下は無料）
■申６月２３日掌～７月１６日昇に、住所・
氏名・電話番号をファクスで母子福
祉会成島清美さん（緯・胃〈９９〉６５５４）

なり しま きよ み

へ
※６月２３日掌午前８時～正午のみ電話
受け付け可。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

とり親家庭おやこバス旅
行

ひ

■時７月２８日掌～１２月２１日松の松掌午前
９時～正午（調査は月４回程度実施）

■場市内の市道・県道・国道
■対市内在住の人
■定９人（先着順）
■申６月２１日晶～２８日晶午前１０時～午後
４時（掌捷を除く）に、住所・氏名・
年齢・電話番号を電話・ファクス・
Ｅメールでエコネットあんじょう事
務局（緯・胃〈５５〉１３１５／info@econ
etanjo.org）へ

路樹を観察調査し、みど
り豊かにしよう

街

内公園の催し堀

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作ってみよう！「七夕飾り」
■時６月２２日松午前１０時～午後３時（雨
天時は２３日掌に順延）

■定１００人（当日先着順）
紫陽花（あじさい）まつり

■時６月２９日松・３０日掌午前１０時～午後
３時（景品がなくなり次第終了）

■内輪投げ、スーパーボールすくい
■対小学生以下
■￥１００円
お得な回数券販売
■時７月２日昇～３１日昌午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）

■内１０００円分の回数券を購入すると遊具
利用券を２枚進呈 販売場所獅同園
管理事務所
作ってみよう！「ペットボトルで作る
魚の仕掛け作り」
■時７月６日松午前１０時～午後３時（雨
天時は７日掌に順延）

■内魚の仕掛けをペットボトルで作る
■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）

■時８月６日昇午前８時３０分～午後５時
■場矢作ダム・旭高原元気村（豊田市）
集合・解散獅市役所西会館駐車場

■内矢作ダム見学、ソーセージ作り体験
■対市内在住の小学生とその保護者
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■持昼食・飲み物
■申７月５日晶までに、参加希望者全員
の住所、氏名、生年月日、電話番号
（自宅と携帯電話）を、電話かファク
ス、Ｅメールで企画政策課（緯〈７１〉
２２０４／胃〈７６〉１１１２／kikaku@city.a
njo.aichi.jp）へ

作川地域交流バスツアー矢

旭旭高原元気旭高原元気村村

市スポーツセンタ市スポーツセンターー

■対■時■場乳幼児 ▼２日昇・２３日昇獅南部
公民館 ５日晶・２６日晶獅高棚町公
民館 １０日昌・３１日昌獅東部公民館
いずれも午前１０時～１１時

■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

月の移動児童館７

輪輪投げなどで楽しんでくださ輪投げなどで楽しんでくださいい

ポーツセンタープールの
教室

ス

■場市スポーツセンター
■対陰獅４～６歳の子 隠獅小学１～３
年生（いずれも２５杓泳げる子を除く）

■定各１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥６０００円（水泳帽子代含む）
■持水着・ゴーグル
■申６月２０日昭～２９日松午前９時～午後
８時（休館日を除く）に直接市スポー
ツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ
夏休み子ども水泳短期教室・前期
■時７月２４日昌～２８日掌・３１日昌（全６
回）陰獅午前１０時～１１時 隠獅午前
１１時～正午
夏休み子ども水泳短期教室・後期
■時８月１日昭・２日晶・６日昇～９日
晶（全６回）陰獅午前１０時～１１時 隠

獅午前１１時～正午

堀堀内公堀内公園園
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賀広報あんじょう 2013.6.15

県県市町村対抗駅県市町村対抗駅伝伝

■申社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）、障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）

住宅用火災警報器の設置
■内 寝室、台所、階段
（２階以上に寝室が
ある場合）に火災警
報器（３個以内）を無
料で取り付け

■対①６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者） ②身体障害者手帳１級、
２級または療育手帳Ａ判定の交付を
受けている人（同居者に手帳の交付
を受けていない１８歳以上６５歳未満の
人がいる世帯を除く）

家具転倒防止器具の設置
■内寝室、居間、台所などの家具に転倒
防止器具を無料で取り付け（器具代
は自己負担）

■対①６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者） ②６５歳以上の人のみの世
帯 ③身体障害者手帳、療育手帳ま
たは精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている人（同居者に手帳の交
付を受けていない１８歳以上～６５歳未
満の人がいる世帯を除く）

宅用火災警報器・家具転
倒防止器具の取り付け

住

祉への善意・寄付
ありがとうございます

福

４月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行
養護老人ホーム、ふれあいダンス、安
城商工会議所青年部、デンソーハート
フルクラブ高棚、日本モウルド工業叙、
総合福祉センター利用者、ＪＡあいち
西三河センター店舗情報課、東端の老
人、ほほえみダンス、桜井公民館利用
者、稲垣達也、碧海信用金庫事務セン
ター、安城市日赤奉仕団、とんかつ稲
穂、匿名
市役所関係
カラオケ喫茶匠、国際ソロプチミスト
安城

対象のはかりは定期検査が必要です。
前回未検査のはかりを使用している人
は、７月１２日晶まで（松掌を除く）に商
工課へ連絡してください。
■対商店などの商品売買用、病院・薬局
などの調剤用、運送業者などの運賃
算出用、農業生産者の売買・出荷用、
工場などの材料購入用などのはかり

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

かりの検査の事前調査は

火災報知機

休みファミリークッキン
グ「父と子が家族を招待」

夏

■時７月２７日松午前９時３０分～午後１時
■場文化センター
■内献立獅豚肉のチーズロール、具だく
さんスープ、牛乳かんてん

■対小学生以上の子とその父親または祖
父および招待する高校生以上の家族

■定８組（定員を超えた場合は抽選）
※１組３人まで。

■￥一人３００円
■持エプロン・三角巾・ふきん・筆記用
具・子ども用上履き

■他料理を作っている間、招待された家
族はメディア
講座を受講し
ます

■申６月２８日晶～
７月１０日昌午
前８時３０分～
午後５時１５分
（松掌を除く）
に市民協働課
（緯〈７１〉２２１８）
へ

おおいしい料理を作おいしい料理を作っっ
て食べてもらおて食べてもらおうう

ァミリーキャンプフ
■時８月１７日松・１８日掌

■場茶臼山高原野外センター（長野県根
羽村）

■内キャンプファイア、野外活動など
■対市内在住、在勤、在学の家族
■定１５家族６０人（先着順）
■￥高校生以上獅１１００円 小・中学生獅

１０００円 乳幼児獅９００円
■申７月１０日昌～８月１０日松午前９時～
午後５時（７月２２日捷・２９日捷、８
月５日捷を除く）までに申込書と参
加料を持って
市体育館（緯

〈７５〉３５３５）へ
※申込書は、
市体育館・市
公式ウェブサ
イトで配布。

城選手権大会夏季水泳競
技会

安

■時８月４日掌午前９時１０分～午後３時
■場市スポーツセンター
■内種目獅下表のとおり
■対小学５年生以上で市内在住、在勤、
在学のアマチュア競技者

■￥１００円（市内小・中学校在学者は無料）
■他公共交通機関か乗り合わせでお越し
ください

■申６月２５日昇～７月１２日晶午前９時～
午後５時（捷を除く）に申込書を市体
育協会（市体育館内／緯〈７５〉５１８２）へ
※申込書は、市体育館・市体育協会・
同協会ウェブサイト・市スポーツセ
ンター・マーメイドパレスで配布。

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

女子男子部

５０ｍ自・平・背５年
小学生 ６年

２００ｍリレー５・６年
１００ｍ自・平・背
４００ｍリレー中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ
１００ｍ自・平・背

・バタ
４００ｍリレー

１６歳以上
（高校生・
大学生含む）

５０ｍ自・平・背
２００ｍリレー

２０歳以上
（大学生含む）

５０ｍ自・平・背３０歳以上

５０ｍ自・平４０歳以上
５０歳以上

２５ｍ自・平６０歳以上

■時■内陰７月６日松午後６時（ナイター
陸上競技会）獅３０００m（一般女子）、
５０００ｍ（一般男子・女子、４０歳以上
男子、５０歳以上男子）
隠１０月５日松（安城選手権）獅小・中
学生、一般男女

■他陰獅当日、参加費３００円を持参し、
総合運動公園陸上競技場前芝生広場
へ 隠獅詳細は、後日掲載します

■問市体育館緯〈７５〉３５３５）

市町村対抗駅伝競走大会
代表選考会

県

野野外活野外活動動

情
報
Ｂ
Ｏ
Ｘ

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員・募集人数 ■￥費用・受講料など ■持持ち物 ■他その他
広報あんじょう 2013.6.15雅

■問衣浦東部保健所（緯〈２１〉４７７８）
精神保健福祉相談員・保健師による相談
■時捷～晶午前９時～正午、午後１時～
４時３０分（抄を除く）

■場衣浦東部保健所（刈谷市）
精神科医師による相談（予約制）
■時７月１８日昭午後２時～４時
■場衣浦東部保健所安城保健分室
エイズ検査・肝炎検査
■時毎週昇午前９時～１１時（第１・３昇

は、エイズ検査のみ午後６時～７時
もあり）

■場衣浦東部保健所（刈谷市）

浦東部保健所の相談・検
査

衣

み３０％減らし隊による雑
がみ回収キャンペーン

ご

昨年度末現在のごみ減量率は２０％で
す（平成１７年度比）。燃やせるごみ袋の
中には、まだ古紙・古着が約１３％含ま
れています。これを分別回収し、ごみ
減量３０％を目指します。
■時■場下表のとおり
■内チラシ、ダイレクトメール、パンフ
レット、紙箱、包装紙などの雑がみ
を回収、ごみ分別に関するクイズ・
ゲーム
※雑がみを持ってきた人、クイズ・
ゲームに参加した人に粗品を進呈。

※時間はすべて午前１０時～正午。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

ところとき

ピアゴ安城店６月１６日掌

ピアゴラフーズコア三河安
城店２２日松

フィールでっかいどう錘２９日松

ＪＡあいち中央グリーンセ
ンター安城北部３０日掌

ザ・モール安城店７月６日松

ビッグリブ安城店１３日松

アピタ安城南店１４日掌

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
人材育成支援事業
■内社内研修、講習会参加費、資格取得
に要する経費 補助率獅経費の５０％
補助額獅１年度１５万円以内
販路拡大事業
■内商品見本市などへの出展料 補助率
獅経費の５０％ 補助額獅１年度６０万
円以内
特許申請等事業
■内特許、実用新案または意匠出願に係
る書類作成費用 補助率獅経費の５０
％ 補助額獅１年度６０万円以内
依頼試験事業
■内試作品の検査、測定、分析をする依
頼試験などの経費 補助率獅経費の
５０％ 補助額獅１年度１０万円以内
産学連携事業
■内大学などへの相談、依頼試験、機器
を利用した分析などに係る経費 補
助率獅経費の５０％ 補助額獅１年度
１０万円以内
ＢＣＰ（事業継続計画）策定事業
■内ＢＣＰの策定に係るコンサルティン
グ経費 補助率獅経費の５０％ 補助
額獅１年度４０万円以内
海外拠点設立事業
■内海外拠点を設立した際の登録経費
補助率獅経費の５０％ 補助額獅４０万
円以内

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
マル経融資利子補給補助事業
■対４月１日～平成２８年３月３１日昭に日
本政策金融公庫の小規模事業者経営
改善資金の融資制度当該融資を受け
た市内中小企業者

■内補助対象獅１～６回目までの返済利
子 補助率獅１００％ 補助額獅１５万
円以内
信用保証料補助事業
愛知県信用保証協会を通じて次の信
用保証付き融資制度を利用した中小企
業者に信用保証料の一部を補助します。
■内対象事業獅小規模企業等振興資金、
経済環境適応資金

企業投資促進事業
愛知県の「２１世紀高度先端産業立地
補助金」および「新あいち創造産業立地
補助金（Ａタイプ）」の要件を満たす企
業を県と共同で支援します。
■内固定資産取得にかかる費用（土地代・
消費税を除く） 補助率獅１０％（要件
により５％）

■申事業に着手する３０日前までに申請書
および必要書類を市商工課へ提出
※対象分野、投資規模などに規定あり。
ＩＳＯ更新支援事業
■対４月１日～来年３月３１日捷に、ＩＳ
Ｏ９００１・１４００１または２２０００の更新を
する市内の中小企業者

■内更新審査に係る経費 補助率獅２５％
以内 補助額獅２０万円以内

■申６月２８日晶までに直接商工課へ
雇用促進助成金事業
■対４月１日～来年３月３１日捷に離職者
を常用労働者として新たに雇い入れ
た、市内の中小企業者で、雇用期間
の定めなく、所定労働時間が正規労
働者と同じ雇用をした事業者

■内補助額獅被雇用者一人当たり３０万円
（１事業者上限１５０万円）
コーディネーターがあなたの企業を訪
問します
中小企業の経営課題を把握し、解決
に導くため、企業を巡回訪問し、個別
の相談に応じるコーディネーター制度
を導入しています。

家庭から出る廃棄物は一般廃棄物で
す。収集・運搬・処分するには一般廃
棄物処理業の許可が必要となります。
無許可の業者などに渡った家電の多く
は、不法投棄など不適切に処理される
ことがあります。
一方、正しくリサイクルに出された
家電は、金属の種類やプラスチックご
とに選別され資源となります。
不用品回収業者などを利用しないで

ください。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

みの分別冊子を６月下旬
に配布します

ご

「家庭ごみと資源の分け方・出し方
早分かりブック」を６月下旬に配布し
ます。新しいものが届いたら、古いも
のは古紙として出してください。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

用家電は正しくリサイク
ル

不

んばる中小企業応援事業が

リサイクルプラザの設備改修工事の
ため、７月１日捷の午前８時３０分～正
午は計量器が使用できません。ごみの
持ち込みを控え
てください。
■問 清掃事業所
（緯〈７６〉３０５３）

サイクルプラザへのごみ
の搬入を控えてください

リ

済対策各種補助金経

リサイクルプラザ


